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１．は　じ　め　に
　第2種超伝導体は，磁場がある大きさ以上になると磁
場が量子磁束2e/h（e：素電荷，h：プランク定数）の
単位で内部に侵入し，超伝導渦電流が磁力線の周りを流
れる渦糸が発生する．この状態は渦糸状態（Vortex 

states）と呼ばれる．渦糸の構造はフェルミ面の形状，
超伝導秩序変数の対称性によって決まり，また渦糸間の
相互作用でabrikosov格子と呼ばれる規則格子を形成す
る．電流を流すと渦糸はローレンツ力（FL）により駆動
力を受ける．駆動力により渦糸が運動すると電磁誘導で
電場が生じ渦糸芯部分でエネルギー散逸が起こり電気抵
抗ゼロで超伝導電流を流せなくなり，超伝導磁気浮上も
実現できない 1）．超伝導体を利用に供するためには，渦
糸を動けなくする必要があり，超伝導体に欠陥を導入し
て超伝導特性を空間的に不均一にする．渦糸の中心部分
（渦糸芯；vortex core）は超伝導特性が落ちているので，
渦糸は欠陥等の超伝導特性の悪い部分に捕獲される（渦
糸ピニング）．流す超伝導電流が小さいときは，渦糸を
ピン位置にとどめるピニング力（FP）はローレンツ力

（FL）とつり合うことができ渦糸は動かず電気抵抗ゼロ
で電流を流すことができる．1） 電流をさらに増大させロー
レンツ力が最大ピニング力を超えると渦糸は動き始め，
電気抵抗が生ずる（図1）．渦糸の動く速さや方向は，渦
糸芯内の局所準粒子励起状態によって決まる．微視的電
子状態に基づいた渦糸の運動はまだ理解が十分でない．
　渦糸が動き電気抵抗が出始めるときの電流を臨界電流
（JC）と呼ぶ．JCの流れる超伝導体は，FLとFPが釣り
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 a new method to probe a vortex motion in type-ii superconductors in a length scale of single vortex by 

using a stable scanning tunneling microscope has been proposed and successfully applied to superconducting 

Bi2sr2CaCu2Ox and YNi2B2C in nonequlibrium vortex states. a tunneling current between the sTM tip and 

the sample or a feedback voltage Vz controling sTM tip height in constant-current mode are continuously 

monitored at the fixed point above the superconductor surface in a magnetic field. When a vortex core 

flows just below the sTM tip, the tunneling current increases and the vortex motion is able to be detected. 

in YNi2B2C, when the applied magnetic field is varied at a constant rate, continuous vortex motions 

accompanied by occasional discrete jumps have been detected and the average speed and direction of the 

vortex motion were able to be determined. in Bi2sr2CaCu2Ox when it is field-cooled down to 4.2K in 10T, 

discontinuous motions of vortex creep have been measured in the nonequlibrium vortex states. The statistical 

property of the interoccurrence time between successive vortex jumps has been studied from the view point 

of science of complexity. The survival distribution of the interoccurrence time of the vortex jump was 

found to obey Zipf-Mandelbrot power law, which is anagolous to earthquake phenomena.

（a）静止している渦糸 （b）運動する渦糸

図１ （a） 渦糸が静止しているとき，電気抵抗ゼロで超伝導電流を
流すことができる．

 （b） 渦糸が運動すると電磁誘導によって双極子電場が発生し，
渦糸芯に低エネルギー準粒子状態があれば渦糸芯に流れ
る電流にエネルギー散逸があり，電気抵抗ゼロで電流を
流せない．
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合っていて無限小の電流増で渦糸が動き出す臨界状態に
あることになる．高い転移温度をもつ超伝導体を開発し
て使うとき，高温では揺らぎの効果が大きいのでピン位
置から渦糸は逃げ出しやすい．渦糸ダイナミクスの問題
は超伝導新物質開発を行うとき，併行して常に行う必要
のある問題である．また，渦糸は電子の渦であるが，原
子が集まって固体結晶，ガラス，液体といろいろな相を
つくるのと同じように，渦糸が集まると渦糸が単位と
なってabrikosov格子の結晶相や欠陥があるとガラス
相，また融解して液体相と種々の相をとり，渦糸物質と
呼ばれて多くの研究がなされている．渦糸物質は，弾
性，転位，塑性等の概念を導入してレオロジーの問題と
して議論されている．また地震発生に関係する地層の動
きに例えることができ地震研究とも接点を持つ．
　これらの実験研究は，おもに電気抵抗や磁化等のマク
ロな物理量を測定して議論が行われてきた．近年，ロー
レンツ電子顕微鏡，磁気光学手法，微小ホール素子，走
査sQUid，走査トンネル分光顕微鏡（sTM/sTs）の新
手法が開発され，空間分解能をあげた測定が行われるよ
うになってきた．その中でも特に，sTM/sTsの手法は，
高磁場下実空間で一つ一つの渦糸の運動を観測できる唯
一の方法であり，かつ渦糸運動に重要な役割をはたす渦
糸芯やピン渦糸の局所準粒子状態密度を測定できるの
で，新しい研究の方向を拓く手法である．理論との協力
で微視的な立場から渦糸運動の理解が深まると期待され
る．しかし，まだ研究例は多くない．本報告はsTM/

sTs法を用いて一渦糸スケールでの渦糸運動研究の新し
い試みと，いくつかの新しい結果の報告である．

２．定点STM法による渦糸運動測定
　走査トンネル分光顕微鏡法による渦糸運動研究は，現
在，磁場を変化させることにより渦糸に駆動力をあたえ
渦糸運動を測定する実験がいくつか行われているだけで
ある2，3，4）．渦糸にはたらく力を制御するには超伝導体に
電流を流して駆動力を自由に変えて行う実験が必要であ
り，その試みが始まったところである5，6，7）．我々は磁場
をゆっくり掃引したときの超伝導体YNi2B2Cの渦糸運
動を走査トンネル顕微鏡によって観測し，渦糸束単位で
の運動の可視化に成功，渦糸格子の転位が重要なはたら
きをすることを明らかにしている3，4）．しかし，　sTM探
針走査速度には限界があるので測定できる渦糸運動の速
さは0.1nm/sec程度であり，さらなる理解のためには
もっと速い速度で運動する渦糸の測定が必要となる．こ
の欠点を補うために，超伝導体表面のある場所にsTM

針を固定し，渦糸運動によるトンネル電流変化，または
トンネル電流が一定になるようにsTM探針の高さを
フィードバック制御するZピエゾ素子にかける電圧を測
定することにより，渦糸運動の様子を測定する実験法を

提案した．超伝導渦糸芯にはエネルギーギャップ内に局
所準粒子励起状態が存在するので，針と試料間の距離を
一定に保ち，エネルギーギャップよりも小さなバイアス
電圧をsTM探針と試料間にかけるとトンネル電流は渦
糸が針の下にくると増大する．固定点でトンネル電流
（it）を測定し続ければ，固定点を通り過ぎる渦糸を測定
できる．この方法を「定点sTM測定法」と呼ぶことに
する．図2に概念図を示す．我々の開発したsTMは非
常に安定で，試料表面xy方向のドリフトは0.1─0.2nm／
日程度であり，sTM探針に流れるトンネル電流の変化
は渦糸運動によるものとなる．電流増幅器の時間定数が
渦糸運動速度を測る限界を決めるので時間分解能は1ms

となり，3桁速い100nm/secの渦糸運動を定点sTM法で
測定することが可能であった．YNi2B2Cにおいてかかっ
ている磁場をゆっくり掃引したときの渦糸の運動，
Bi2sr2CaCu2Oxの非平衡渦糸状態における渦糸運動を定
点sTM法により測定することに成功した8，13）．

　きれいな超伝導体YNi2B2Cでは連続的な渦糸フロー
を測定し，定点sTM法で渦糸運動の方向と速度を決め
ることができることを初めて示すことができた．これは
磁束運動を調べる強力な新手法であると考えている．渦
糸運動が高速である場合ミュオンスピン回転緩和法を用
いると渦糸運動速度方向が測定できるので，二つを補完
的に用いると渦糸運動理解の新展開をもたらすことがで
きる．2–3nm長さスケールで不均一な電子状態を示す銅
酸化物高温超伝導体Bi2sr2CaCu2Oxにおいて渦糸クリー
プの不連続な渦糸運動が測定された．4節で渦糸クリー

図２	 定点sTM法の原理概念図．
 超伝導体表面にsTM探針を固定し，トンネル電流を聯即して

測定し続ける．sTM探針の下に渦糸芯が来ると，トンネル電
流は増大する．観測の時間分解能は電流増幅器の時定数で決
まるので1ms程度となる．
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プについてその時間変化についての統計的性質を理解す
る試みについて述べる．
　本報告で述べる内容に関連して，超伝導体に磁場をか
ける場合の零磁場冷却，磁場中冷却について簡単な説明
をしておく．超伝導体を零磁場下で冷却し（零磁場冷
却），超伝導状態になってから磁場をかける場合を考え
る．超伝導体外部から内部に渦糸が流入するが，ピニン
グがあると，内部に渦糸密度すなわち磁場勾配ができ
る．理想化した概念図を図3に示す．磁場勾配に相当す
る電流が流れるが，その大きさは臨界電流JCと考えられ
るので，磁場勾配は一定値となり渦糸は定常的に流れ，
全体として磁場が増大してゆく（Beanの臨界状態モデ
ル）．外部磁場の増加を停止すると磁場分布は緩和する．
超伝導体を磁場中で冷却する場合（磁場中冷却），温度
低下とともに超伝導反磁性は強くなるので，渦糸は外部
に押し出され，ピニングがあると超伝導内部に磁場の空
間的不均一が生ずる．超伝導内部にはそれぞれの場所で
臨界電流JCが流れる臨界状態が自然と実現すると推測さ
れる．温度変化を止めると安定な状態にむかって緩和し
てゆく．磁場冷却後，磁場を減少させると磁場は外部に
出るが，図3に示すように磁場を増大するのと逆のこと
が起こる．超伝導体の磁化過程や緩和現象は，砂山モデ
ルに例えられ，自己組織化臨界状態 9）の概念を用いて多
くの研究がなされてきた．渦糸が一時に多数動く雪崩的
な振る舞いを示す不連続な磁化過程の観測 10），超伝導体
周辺から磁場侵入パターンのフラクタル的な性質 11）等で
議論されている．本報告では一定点で渦糸クリープ発生

の時間経過を長時間測定し，その統計的性質について考
察する．ある地域における地震の発生時間間隔の統計分
布12）と類似していることを見つけた．

３．YNi2B2Cの渦糸格子運動の方向と速度の
３．定点STMによる測定

　規則渦糸格子の運動に定点sTM法を適用した実験を
最初に紹介する．渦糸格子の動く方向と速度を実験的に
決める新しい方法である．
　超伝導体YNi2B2Cに磁場をc面に垂直にかけた場合，
渦糸格子は0.1Tより大きい磁場のとき結晶［110］方向に
辺が向いた正方格子となる．図4に4T, 0.45Kにおける
YNi2B2Cの渦糸格子のsTM像を示す．刃状転位が3か
所存在していることが見て取れる．我々はYNi2B2Cの
渦糸格子では1T以上の磁場では刃状転位ができること
を明らかにしている3，4）．また，磁場をゆっくり変化さ
せたときの渦糸格子の運動がsTMで測定されている．

　正方格子をなす約100個の渦糸からなる長方形渦糸束
が刃状転位の動きを伴いながら運動してゆく描像が明ら
かにされている．sTM針の掃引速度に限界があるため
に，磁場掃引は10–5 T/sec程度で約1nm/sec程度の遅い渦
糸運動の測定である．定点sTM法を適用すると3桁ほ
ど早い速さの測定が可能となった．実験結果を図5，6に
示す．磁場2.0Tから1.0Tに向かって，1.6×10–3 T/sec

で掃引したときの結果である．sTM針と試料間のバイ
アス電圧は超伝導ギャップの大きさ3mVにして，sTM

針位置のフィードバックをオフにしてトンネル電流の時
間変化を測定した．図5（a）に2秒間のトンネル電流の時
間変化を示す．図5（b）は最初の部分0.2秒間の拡大図で
ある．連続的な渦糸の動きと1msの時間分解能では追え
ない急激な運動の2種類が観測されている．図6は，
sTM針にトンネル電流を一定にたもつようにピエゾ素

図３ （a）	超伝導状態で外部磁場を変化させると，ピニングがある
と超伝導体中に磁場勾配したがって渦糸密度の勾配が生
じた状態で，全体の磁場は増大する．簡単化されたモデ
ルでは磁場勾配に相当して流れる電流は臨界電流 JCにな
り，これにより磁場勾配または渦糸密度は決まる．

 （b） 渦糸の超伝導体中への侵入は，砂山モデルに例えられる．
台上に一定の割合で砂粒を落下させると，自動的に砂山
の傾きは一定の値を取るようになり，定常的な砂の流れ
が生ずる．流れる砂山は複雑系の自己組織化臨界状態の
考えで解釈され，その雪崩現象が議論される．

図４	 YNi2B2Cのc面に垂直に4Tの磁場をかけた時の渦糸格子の
sTM像．

 渦糸は辺が結晶格子の［110］方向に平行な正方格子である．
刃状転位が3か所測定されている3，4）．
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子にかける電圧VZにフィードバックをかけ，そのVZを
モニターすることにより渦糸運動の情報を得る定点
sTM測定である．時間分解能はフィードバックの時定
数で10–20ms程度である．この測定は針の位置を
フィードバック回路で制御しているので長時間測定が可
能である．図6（a）に，磁場掃引を行った時間スペクトル
の一部分，60秒間の時間スペクトルとそのフーリエス
ペクトルを示す．図6（b）のフーリエスペクトルには f1，
f2, f3, f4の4つのピークが観測され，f2, f4は f3に対して対
称な位置にある．この4つのピークは，正方渦糸格子が
渦糸格子の辺に対してθの方向に動いていると考えると
次のように説明できる．図7に概念図を示す．渦糸正方
格子が全体としてその辺に対してθの角度をなして一定
の速さで運動しているとすると，渦糸芯束縛状態の準粒
子密度は空間的に周期的であるので，トンネル電流の時
間変化はその周期性を反映したものになる．それは空間
的に図7の辺とθ（0 < θ  <  

π—
4 
）をなす方向の準粒子状態

密度の空間変化をトンネル電流の時間変化として観測す
ることになる．［100］，［010］，［110］の周期性を反映し
て，渦糸正方格子の格子定数をa［nm］，渦糸の速さを
v［m/s］とすると，

 f1 = a–
v  sin θ  （1）

 f2 = a–
v （cos θ  – sin θ） （2）

図５ （a） 固定点sTM法によるトンネル電流時間スペクトル．
 （b） （a）の最初の0.2秒の拡大図．

（b）

（a）

図６	（a）	固定点sTM法VZの時間スペクトル．
 （b） フーリエスペクトル．4つの周波数が測定され，f2と f4は

f3を中心に対称な位置にある．

（a）

（b）

図７ 正方渦糸格子運動の固定点sTM法による渦糸速度と方向の決
定．
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 f3 = a–
v cos θ   （3）

 f4 = a–
v （cos θ  + sin θ） （4）

と与えられる．大きさはθ  < θ 1（tanθ 1 = 1–2 
）のときはこ

の順であり，θ  > θ 1のときは，f1と f2の順が入れ替わる．
これらから次の（5），（6）式が成立することがわかる．こ
のモデルが適用できるかを実験データーから確かめられ
る．（3），（4）式から，

  
f4

 tanθ  = — – 1 （5）
  f3

また，（2），（3），（4）式から

  f2 + f4
 f3 = ——  （θ  < θ 1）　または，
  2

  f1 + f4
 f3 = ——  （θ  > θ 1）  （6） 
  2

が成立する．（5）式からθが決まると，渦糸正方格子定
数a［nm］がsTMで測定されているので，渦糸速度vが
求められる．
　図6の場合は1.6×10–3 T/secの磁場掃引したときで，
f1 =0.37hz，f2 =0.72hz，f3 =1.06hz，f4 =1.42hzである．
（5）式からθ＝19.4°，（6）式は確認され，v=51.5 nm/sec

と求められる．磁場を掃引し始めると，時間の経過とと
もに角度と速さが変化してゆき，定常状態でθやvがあ
る一定値になる経過を測定することができる．試料表面
で測定する位置はわかっているので，超伝導状態で磁場
を変化させるとき，その位置で渦糸の速度の大きさ向き
が時間とともにどのように変化するかを実験的に決めら
れる．図5（a），（b）に示したように，itやVzは連続的な
変化と急激な不連続的変化からなる．これには刃状転位
の存在との関係についての情報が含まれているはずであ
り，現在データーを解析中である．磁場掃引は駆動力の
向きを制御することができない．超伝導電流を流して渦
糸に駆動力を与える場合は，電流の大きさや結晶軸にた
いする電流の方向を変えることによって駆動力を任意に
制御することができ，詳しい今までにない情報を得るこ
とができる．渦糸運動の微視的電子状態から理解する定
量的実験データーが得られると期待される．渦糸電流駆
動sTM実験の準備がほぼ整ったところである．
　次に電子状態が3nmのスケールで不均一な乱れた超
伝導体である．次にBi2sr2CaCu2Oxではきれいな超伝導
体YNi2B2Cとは違った渦糸運動が観測されることを述
べる．

４．高温超伝導体Bi2Sr2CaCu2Oxの
４．渦糸クリープのSTM測定

4.1.	 磁場中冷却Bi2Sr2CaCu2Ox渦糸の不連続な運動
　銅酸化物高温超伝導体Bi2sr2CaCu2Oxは表面を走査ト
ンネル分光顕微鏡（sTM/sTs）で測定すると，過剰酸
素のために不均一な電子状態が観測され，汚い超伝導体
であることがわかる．不均一な電子状態で渦糸がピンさ
れるわけではないが存在しやすい場所が分布して存在す
ることが実験で明らかになっている13）．また，超伝導体
中には強いピン中心が観測されており，この位置に捕獲
された渦糸は4.2Kで磁場を変化させても捕獲されたま
まである．渦糸芯にはCuO結合方向に周期が約4a0の電
子状態変調が観測され，この変調は不均一な電子状態の
影響をほとんど受けない13，14）．このように渦糸芯には超
伝導エネルギーギャップ内に準粒子励起状態が存在する
ので，エネルギーギャップよりも小さなバイアス電圧を
sTM探針と試料間にかけて流れるトンネル電流の変化
を測定すればsTM探針下の渦糸芯の有無を知ることが
出来る．この変化は小さいこと，および渦糸芯内では
4a0の電子状態の変調があるので，定点sTM法を行うに
は，より良いs/N比を持ち，xyドリフトがほとんどない
安定なsTMが必須である．
　磁場冷却した後平衡状態にないBi2sr2CaCu2Oxの
sTM像を取ると，ところどころ傷のある渦糸像が観測
される13）．これは，sTM探針走査中に渦糸が動いたこ
とが原因である．渦糸像の全体の形状は，動かない渦糸
像と同じように4a0の電子状態の空間変調が測定される．
これは，不連続な渦糸ジャンプが起こっても原子長精度
でまったく同じ位置に渦糸が戻ることを意味する．この
ことは次の測定でもさらに確かめることができる．図8

は，渦糸芯上のトンネルスペクトルを15秒ごとに連続
して100回測定し，それを重ねてプロットしたものであ
る．トンネルスペクトルは2種類のみが観測されてい
る．時々渦糸が他の場所に移動し，渦糸が存在するとき

図８ 14.5T非平衡状態にあるBi2sr2CaCu2Oxの渦糸をdi/dV（r, V 
= 9mV）で画像化したsTM像．

 a点において15secごとに連続して測定したトンネルスペク
トルを100個重ねうちした．2種類のスペクトルが測定されて
いる．
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と存在しない時の2種類である．渦糸が滞在しやすい位
置が原子長スケールで決まっていることは興味深い．こ
の非平衡状態にある渦糸状態における渦糸運動を定点
sTM法で測定した結果を次に述べる．
4.2.	 Bi2Sr2CaCu2Ox渦糸クリープ発生時間間隔の統

計
　渦糸運動測定は，2種類の方法で行われた．一つは前
節で述べたようにある渦糸の上でトンネルスペクトル
di/dVを連続して測定し続ける．一つのスペクトル取得
に15秒かかるのでそれが時間分解能になる．トンネル
スペクトルの形状から渦糸芯の有無はわかる．もう一つ
は，時間分解能をあげるために，sTM針を渦糸芯内の
ある一点に固定して，トンネル電流 it，または itの大き
さが一定になるように針位置を調整するZピエゾ素子に
かけるフィードバック電圧VZすなわちsTM針の高さを
測定する方法である．ある1点でdi/dV連続測定結果か
ら，トンネル電流 itの急激な変化が渦糸ジャンプによる
ものであると実験で検証されたことになる．トンネル電
流を測定する定点sTMは，電流増幅器が時間分解能を
決め，1msまたは0.2msで渦糸の運動を調べることが出
来た．我々が開発した極低温高磁場sTMは非常に安定
で，xy方向のドリフトは0.1–0.2nm／日程度であるので，
渦糸芯に4a0周期電子変調のあるBi2sr2CaCu2Ox場合に
も適用可能であった．
　20KにおいてBi2sr2CaCu2Oxのc面に垂直に10Tの磁
場をかける．この温度，磁場は，h-T相図で渦糸液体領

域内にあり，渦糸は超伝導体内に一様に侵入する．4.2K

まで磁場中冷却した後，9mVにおける微分伝導度をsTM

測定して渦糸を可視化し，その中で適当な渦糸を選び定
点sTM法を適用する．磁場中冷却後の非平衡渦糸状態
のダイナミクスを一つの渦糸スケールで観測するわけで
ある．本報告で示すのは，渦糸像において渦糸間距離が
10Tに相当する渦糸間平均距離14.4nmより小さい渦糸
についての実験結果である．これはBi2sr2CaCu2Oxの不
均一電子状態の空間的揺らぎで渦糸芯が滞在しやすい場
所が近接してある場所である．定点sTM測定の実験結
果を図9に示す．図9はsTM針のBi2sr2CaCu2Ox試料表
面からの高さを制御するZピエゾ素子電圧VZの変化を
14時間測定した結果である．フィードバック時定数を
考慮すると20ms時間分解能で渦糸運動を追っている．
図9の長時間のVZの変化はsTM針のゆっくりしたZ方
向のドリフトによるものである．104秒近辺の時間領域
を拡大した図が示されているが，Vzの急激な変化はす
べて不連続な渦糸クリープによるものであることがわか
る．長く変化が起こらない時間領域，渦糸ジャンプが頻
繁に起こる時間領域が観測されている．不連続な運動を
さらに高時間分解能で観測するために，トンネル電流の
時間スペクトルを測定した（図10）．渦糸ジャンプはこ
の手法の時間分解能1msより早く起こっていることがわ
かる．高磁場下で磁場中冷却したBi2sr2CaCu2Oxの渦糸
がいかなるものかについては，sTM実空間測定により，
乱れた渦糸領域の中に乱れているが結晶軸に対して方位

図９ 10T磁場冷却後，定点sTMで測定した，VZの時間スペクトル．
sTM探針下渦糸の出入りが記録されている．
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のきまった100nm×100nm程度の大きさの正方格子の部
分が散在するという描像が実験で観測されている 17）．こ
のような渦糸状態が平衡状態へ向かって緩和が起こる．
超伝導体の磁化過程については他のグループの実験であ
るが外部磁場をゆっくり掃引して測定が行われ，渦糸ク
リープに起因する不連続な磁化変化が観測されてい 

る10）．時には多数の渦糸が同時に動く渦糸雪崩現象が観
測される．渦糸束の部分や乱れた渦糸状態の部分にある
多くの渦糸が関与して複雑に運動すると考えられ，複雑
系の物理の観点から多くの実験及び理論研究が行われて
いる．本実験ではバルク測定ではなく，一渦糸観察実験
から，非平衡状態にある渦糸状態の時間変化についての
統計的性質を調べてみた．
　sTM探針の下で一つの渦糸を観測してその移動が起こ
るのはこの渦糸を含む周辺で渦糸配置の変化が起ると考
え，sTM針下の状態変化があった場合をその位置周辺の
渦糸配位に変化が発生したと考える．渦糸運動が起こっ
た時刻を t1, t2, ･････，tn, tn+1, ･･･とし，発生間隔時間を
τ n = tn+1 – tnとする．図9にCalm timeとして示している
ものである．14時間観測を行って得られた変化の発生間
隔時間（interoccurrence time）{τ n}のヒストグラムh（t）を
図11（a）に示す．また，発生間隔時間がτ以上，つまり時
刻τまで変化が起こらない頻度は

 d（τ） =Σt > τ h（t） （7）

で計算され，サーバイバル分布という．図11（b）にd（τ）
を示す．
　超伝導体中の渦糸状態の変化は渦糸が塊になって摩擦
運動する現象であるので，地震との類推を考えることに
する．ある地域に発生する地震については，マグニチュー
ドMとその頻度NについてはGutenberg-Richiter則と呼
ばれる経験則がある．また，abe, suzukiは日本周辺およ
びカリフォルニア周辺起こった地震についてそれぞれ発
生間隔の統計的性質を調べ，発生間隔のサーバイバル分
布すなわちτ時間地震が起こらない事象の分布は次の
Ziph-Mandelbrot冪乗則に従うことを提唱している12）．

  
1

 d（τ） ∝ ———  　 (α  > 0, ε  > 0) （8）
  （1 + ετ）α

また，この関数形はq─指数関数（q-exponential func tion）
を使っても記述される．

  1 τ
 eq（x） = ［1 + （1 – q）x］1 – q  x = — （9）

   τ 0

　    1    q – 1
前の係数との関係は，α  =

 q – 1，ε  =   τ 0   である．
　磁場中冷却したBi2sr2CaCu2Oxの非平衡渦糸状態に関
する前述の図11（b）に示したサーバイバル分布d（τ）を試
みに，式（8）の関数形でフィットしてみた．結果が図12

である．この場合は磁場中冷却した場合のデーターの解
析結果である．14.5Tの高磁場で20Kから4.2Kまで磁
場中冷却して超伝導状態にし，磁場を6Tまで減少した
後，同様な定点sTM測定を行った場合も同じZipf-

Mandelbrot冪乗則でフィットすることができた．q─指数

図10	 Bi2sr2CaCu2Oxのトンネル電流測定sTM．
 1ms以下の早い渦糸クリープが観測されている．

図12	 磁場中冷却したBi2sr2CaCu2Oxの非平衡渦糸状態の渦糸運動
発生時間間隔のサーバイバル分布d（τ）は，Zipf-Mandelbrot
冪乗則でよく記述できる．

図11（a）渦糸運動発生間隔のヒストグラム．
 （b）渦糸運動発生間隔のサーバイバル分布．
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関数でのqの値は，1.2から1.6の値であった．abe, 

suzukiの地震の地震発生間隔の場合は，q = 1.05 – 1.2

である12）．これらの意味するところを理解するには，測
定した定点周辺の渦糸配位等を考慮にいれた考察が必要
となると考えられるが，高温超伝導体の非平衡渦糸状態
のダイナミクスが，地震の発生間隔の統計的な性質と類
似の性格を持っていることは興味深い．また，試料の
Bi2sr2CaCu2Ox中には磁場を変化させても渦糸芯が存在
し続ける場所があり強いピン位置と考えられる．その周
辺では統計則が異なる結果を得ている．

５．ま　　と　　め
　安定な走査トンネル分光顕微鏡を用いてsTM探針を
超伝導体表面のある位置に固定して，トンネル電流また
はsTM探針Z方向位置制御ピエゾ素子のフィードバッ
ク電圧を長時間モニターすることにより，渦糸運動を
1msの時間分解能で測定することができた．これは従来
のsTM探針を走査して渦糸を可視化する方法より3桁
速い渦糸運動をモニターできることができる新しい渦糸
ダイナミクスの測定方法である．
　超伝導体YNi2B2Cの規則渦糸格子の運動では，磁場
を掃引したとき渦糸の連続的な渦糸フロー的運動と時々
不連続な運動が存在することを見つけた．規則渦糸格子
の場合は，定点sTM法で渦糸格子の平均の運動方向と
平均速度を決定することができる．また，不連続な運動
と it，VZの詳細な時間変化は，渦糸運動の基本ステップ
が何であるかの情報を含んでいると考えられる．
　電子状態が2–3nmスケールで空間不均一性を示す汚
い超伝導体Bi2sr2CaCu2Oxにおいては，磁場中冷却後の
非平衡状態にある渦糸状態で，不連続な渦糸クリープを
観測した．長時間にわたり測定し，その渦糸クリープが
起こる時間間隔の統計的性質を調べた．渦糸クリープの
時間間隔のサーバイバル分布はZipf-Mandelbrot冪乗素
に従うことを見つけた．測定した渦糸の周りの渦糸状態
を考慮にいれて，実験結果の解釈は現在検討中である．
　渦糸ダイナミクスの研究は，超伝導体に電流を流すこ
とによって，渦糸に働く駆動力の方向，大きさを制御す
ることができ，より詳細な研究が可能となる．超伝導体
に外部からdC，aC電流を流す実験準備がほぼ整ったと
ころである．渦糸運動を微視的な電子状態から実験，理
論面から理解する研究を進展させることができると考え
ている．また，図7において説明したように，超伝導体
中の局所準粒子状態蜜度の変化をsTM法で測定して渦
糸ダイナミクス研究が可能であった．超伝導体中には長
さのスケールが磁場侵入長λで変化する磁場の変化があ

る．物質中の局所磁場を測定するμ＋sR法を用いて超
伝導体のより早い時間スケールの渦糸ダイナミクス研究
が可能となる．J-PaRCのミュオン施設に建設中の超低
ミュオンビームラインが今年は稼動する予定であり，超
伝導薄膜を用いての実験が可能となる定点sTM法と補
完的に用いて広い時間領域での渦糸ダイナミクス研究を
進める予定である．
　本実験研究の一部は，科研費2318004の支援を受けて
いる．
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